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（単位：円）

科　　　   目 金額 科　　　   目 金額
　　流動資産 20,617,333,309 　　流動負債 3,435,881,545 
　　　　　　　　現金及び預金 4,321,391,416 　　　　　　　　買掛金 515,215,843 
　　　　　　　　売掛金 1,568,916,723 　　　　　　　　未払金 1,722,330,976 
　　　　　　　　製品 972,816 　　　　　　　　未払費用 69,700,209 
　　　　　　　　仕掛品 12,709,742,029 　　　　　　　　未払消費税等 638,562,400 
　　　　　　　　原材料及び貯蔵品 1,589,821,089 　　　　　　　　賞与引当金 482,852,117 
　　　　　　　　前払費用 21,106,564 　　　　　　　　役員賞与引当金 7,220,000 
　　　　　　　　未収入金 277,589,052 
　　　　　　　　未収法人税等 123,096,400 
　　　　　　　　その他 4,697,220 　　固定負債 10,666,666 
　　固定資産 32,591,138,624                   役員退職慰労引当金 10,666,666 
　　　　　有形固定資産 31,906,930,956 
　　　　　　　　建物 18,451,068,869 　　負債合計 3,446,548,211 
　　　　　　　　構築物 158,869,745 
　　　　　　　　機械及び装置 8,047,590,628 　　株主資本 49,761,923,722 
　　　　　　　　車両運搬具 97,568,788             資本金 100,000,000 
　　　　　　　　工具、器具及び備品 604,091,691             資本剰余金 47,800,000,000 
　　　　　　　　建設仮勘定 4,547,741,235                   資本準備金 23,950,000,000 
　　　　　無形固定資産 219,658,358                   その他資本剰余金 23,850,000,000 
　　　　　　　　借地権 183,258,469             利益剰余金 1,861,923,722 
　　　　　　　　ソフトウエア 36,399,889                   その他利益剰余金 1,861,923,722 
　　　　　投資その他の資産 464,549,310                   特別償却準備金 750,876,601 
　　　　　　　　繰延税金資産 463,859,359                   繰越利益剰余金 1,111,047,121 
　　　　　　　　その他 689,951 　　純資産合計 49,761,923,722 
　　資産合計 53,208,471,933     負債・純資産合計 53,208,471,933 

貸借対照表
2021年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部



1．重要な会計方針
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品・原材料・貯蔵品　　　 月別移動平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法
　　　 有形固定資産 定率法を採用している。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年4月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　　　 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

（３）引当金の計上基準
　　　 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

　　　 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

　　　 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

２．貸借対照表に関する注記
（１） 有形固定資産の減価償却累計額 48,993,749,771 円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
　　　 (単位：円）

科　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 32,940,260,357 14,489,191,488 18,451,068,869
構築物 286,602,544 127,732,799 158,869,745
機械装置 40,653,556,290 32,605,965,662 8,047,590,628
車輌運搬具 268,994,663 171,425,875 97,568,788
工具器具備品 2,203,525,638 1,599,433,947 604,091,691
合　計 76,352,939,492 48,993,749,771 27,359,189,721

（２） 関係会社に対する金銭債権及び債務
金銭債権 売掛金 1,568,916,723 円

未収入金 276,945,852 円

金銭債務 未払金 298,566,994 円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

　　　　 売上高 20,449,024,196 円

営業費用 3,053,581,109 円

　　　　 営業外収益 43,681,563 円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 1,000 株

５．税効果会計関係
　　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：円）
繰延税金資産
　 賞与引当金 168,094,736
 　未払金(事業税） 5,614,498
　 減価償却超過額 641,279,389
　 棚卸資産評価損 8,766,811
 　未払社会保険料（賞与引当金） 23,907,172
　 退職給付費用 4,548,245
 　役員退職慰労引当金 3,658,666
 　合計 855,869,517
繰延税金負債
 　特別償却準備金 392,010,158
 　合計 392,010,158
繰延税金資産の純額 463,859,359

個別注記表

営業取引による取引高

営業取引以外の取引高



６．金融商品に関する注記
2021年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円）
貸借対照表計上
額(*)

時価(*) 差額

(1) 現金及び預金 4,321,391,416 4,321,391,416 -
(2) 売掛金 1,568,916,723 1,568,916,723 -
(3) 未収入金 277,589,052 277,589,052 -
(4) 未収法人税等 123,096,400 123,096,400 -
(5) 買掛金 (515,215,843) (515,215,843) -
(6) 未払金 (1,722,330,976) (1,722,330,976) -
(7) 未払消費税等 (638,562,400) (638,562,400) -

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金、(4)未収法人税等、(5)買掛金、(6)未払金、(7)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

７．関連当事者との取引に関する注記
(単位：円）

種
類

法人等の
名称

所在地
資本金又
は出資金

事業の内容

議決権
等の所
有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

製品の販売(注1) 17,822,060,408 売掛金 1,568,916,723
研究開発の受託
(注1)

2,626,963,788 未収入金 276,881,229

研究開発用原料等の
提供(注1)

11,606,575

役務提供(注2) 31,369,957

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格、総原価を勘案して、価格交渉の上、取引条件を決定しております。
(注2) 契約に基づいて取引条件を決定しております。

８．1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 49,761,923円72銭
1株当たり当期純利益 1,158,240円14銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

親
法
人

一般財団
法人阪大
微生物病
研究会

大阪府
吹田市

-

微生物病の研究
ワクチン等の販売
検査事業
学術助成事業

被所有
直接
66.6％

当社製品の販売
研究開発の受託
間接部門役務提供
役員の兼任


